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第８期中野区健康福祉審議会 全体会（第１回）  

 

日時   平成２９年４月１４日（金）午後７：００～８：１０  

 

会場   中野区役所７階 第９・１０会議室  

 

出欠者  

１．健康福祉審議会委員（出席委員２８名）  

 

（介護・健康・地域包括ケア部会）     

出席者 武藤 芳照（部会長） 

網野 寛子、岩川 眞紀、梅原 悦子、小笹 敏和、長田 久雄、金沢 美代子、 

小林 裕子、坂本 真理、花岡 新八、藤田 温史、南 光保、村上 昌子、 

梁川 妙子、吉成 武男、和気 純子、渡邉 仁、渡部 金雄 

        

欠席者 岡本 多喜子（副部会長）、髙松 登 

 

（障害部会）  

出席者 小澤 温（部会長）、本名 靖（副部会長） 

市野 由紀、伊藤 かおり、上西 陽子、宇田 美子、下田 智子、田中 政之、 

    松田 和也、森本 紀朗     

        

欠席者 中村 敏彦 

   

２．事務局 

 

健康福祉部長  小田  史子  

保健所長  木村 博子   

健康福祉部副参事（福祉推進担当）  岩浅  英樹 

健康福祉部副参事（健康推進担当）  只野  孝子 

健康福祉部副参事（保健予防担当）  水口  都季 

健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  永見 英光 

健康福祉部副参事（障害福祉担当）  稲垣  美幸 

地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）     伊藤  政子 

地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当 ) 酒井 直人 

中部すこやか福祉センター副参事（地域支援担当）   濵口 求 

北部すこやか福祉センター副参事（地域ケア担当）   菅野 多身子 

中部すこやか福祉センター副参事（地域ケア担当）   大場 大輔 

鷺宮すこやか福祉センター副参事（地域ケア担当）   平林 義弘 

区民サービス管理部長  戸辺 眞 

区民サービス管理部副参事（介護保険担当）古川  康司 

都市基盤部副参事（住宅政策担当）  塚本 剛史 

子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子ども教育経営担当）高橋  昭彦  

子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子育て支援担当）     落合  麻理子  

子ども教育部、教育委員会事務局副参事 (子ども家庭支援センター所長 ) 神谷  万美 

教育委員会事務局副参事（学校教育担当）  石崎 公一   
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【議 事】  

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 皆さん、こんばんは。定刻となりましたので、ただ今より第８期中野区健康福祉審議会

の第１回全体会を始めさせていただきたいと思います。なお、会長が選出されるまでは、

私、健康福祉部福祉推進担当副参事の岩浅が議事を務めさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、まず初めに委員の皆様へ委嘱状の伝達でございますけれども、時間の関係も

ございまして、皆様方の席にあらかじめお配りをさせていただいております。大変失礼か

と存じますけれども、お名前をご確認の上、ご了承願いたいと思います。  

 今期の審議会の委員の皆様は合計で３１名でございます。欠席の方も含めまして、お配

りしております資料１に記載のとおりの委員の皆様にお願いをしております。委員の任期

は３年となっておりますので、よろしくお願いいたします。  

 この審議会は委員の半数以上の出席が必要となっておりますけれども、本日は欠席のご

連絡をいただいている方は１名、現時点で２７名の委員の方にご出席をいただいておりま

すので、よろしくお願いいたします。  

 では、初めに中野区健康福祉審議会条例第５条の規定に従いまして、会長・副会長の選

出を行いたいと思います。会長・副会長は委員の互選によるとなっておりますけれども、

初対面の方も多くいらっしゃるかと思いますので、まず、最初に皆様方に自己紹介をして

いただきまして、その後、会長・副会長の選出をお願いしたいと思います。簡単にお名前

とご専門、また所属団体、公募委員の方につきましては、動機などをお１人１分程度、短

い時間ではございますけれども、お願いしたいと思います。  

 それでは最初に、武藤委員からお願いをしたいと思います。恐縮でございますけれども、

終わりましたらマイクをお隣に回していただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

○武藤委員 

 こんばんは。武藤でございます。挨拶は短く、幸せは永くと申します。キーワードのみ

申し上げます。整形外科医でありまして、スポーツ医学、転倒予防、学校保健、そして身

体教育学が専門であります。スポーツ、医療、教育、保健、介護予防、分野、領域をまた

がる名前のとおり「ムトウ（無党）派」の武藤でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

○網野委員 

 所属は帝京平成大学、網野でございます。私は保健師の教育が専門でして、保健師とし

て長い間実務を担い、そして今、大学で教えております。武藤先生と健康の分野の委員を

昨年任期まで務めさせていただきました。よろしくお願いいたします。  

 

○和気委員 

 こんばんは。首都大学東京の和気純子と申します。よろしくお願いします。私の専門は

高齢者福祉なのですけれども、中野区では地域包括支援センター運営協議会等の発足から

かかわらせていただきまして、最近は地域ケア推進会議などにも参加させていただいてお

ります。よろしくお願いいたします。  

 

○岩川委員 
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 岩川眞紀と申します。私は現職ではなくて、昨年まで宝仙寺が経営しておりますこども

教育宝仙大学に勤めておりました。そこは幼児教育学科でございましたので、幼児教育、

それから子どもの保健とか、幼児体育とか、そういったものを担当しておりました。よろ

しくお願いいたします。  

 

○花岡委員 

 中野区歯科医師会専務理事をしています花岡と申します。また、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○長田委員 

 長田久雄と申します。中野区社会福祉協議会常務理事及び事務局長を務めさせていただ

いております。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

○金沢委員 

 民生児童委員協議会の副会長の金沢でございます。よろしくお願いいたします。  

 

○渡部委員 

 中野区民の健康づくりを推進する会の渡部と申します。健康だけが取り柄ということで

やっておりますので、よろしくお願いいたします。  

 

○吉成委員 

 中野区町会連合会の吉成と申します。私たちは１０７の町会・自治会が加盟している団

体でございまして、地域の皆さんがそれぞれ安心・安全に暮らせるよう生活の隅々にわた

って活動している団体でございます。よろしくお願いいたします。  

 

○坂本委員 

 こんばんは。社会福祉法人慈生会慈生会中野ケアプランセンターの管理者をしておりま

す坂本と申します。介護支援専門員です。高齢者の方の福祉と介護保険に携わる者として、

今回、審議会に参加させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

○南委員 

 皆様、こんばんは。私は江古田にございます社会福祉法人浄風園特別養護老人ホーム浄

風園の管理者をさせていただいております南でございます。高齢者福祉の立場から参加さ

せていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

○藤田委員 

 私はフィットネスデイＬｉｓｐｏの所属なのですけども、中野区の介護サービス事業所

連絡会から参りました藤田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。専門は健康運

動と高齢者介護予防事業でございます。よろしくお願いします。  

 

○梅原委員 

 中野地域包括支援センターの梅原と申します。中部すこやか福祉センターの建物の中に

ございまして、一緒のところに中部のスポーツコミュニティプラザもございます。ほかに

も建物の中には障害の相談支援事業所さんや就労支援事業所とかもありまして、細かく連

携ができる、いろいろなことが学べる環境で仕事をしております。よろしくお願いいたし

ます。 
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○梁川委員 

 こんばんは、梁川妙子と申します。２年前まで議員を務めていました。この間、２４年

間にわたり地元の中で子育て支援、隙間のない支援をしていくことが大変重要だというこ

とで、中野区では産後ケアのトータル事業が始まりました。この制度の中で私も今度は実

践者の１人として、現場の中で中野区内の産後直後の母とお子さんのところに行かせてい

ただいて、現場で勉強させていただいている者でございます。どうぞよろしくお願いを申

し上げます。 

 

○小笹委員 

 小笹敏和と申します。公募委員でございまして、区民レベルの目線というものを大切に

してまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。  

 

○小林委員 

 公募委員の小林と申します。これから中野区で子育てして介護をして、そしてゆくゆく

は介護をされる身として皆様と一緒に仕組みづくりに携われたらと思い、応募しました。

よろしくお願いいたします。 

 

○村上委員 

 こんばんは。公募で出させていただきました村上と申します。よろしくお願いします。

私も中野区の次世代育成委員として、今まで８年半やってまいりました。地域の中でも支

え合いということで大分携わっているのですけれども、高齢者から、それから０歳児から

というところで、ここでまた勉強させていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 

○下田委員 

 下田智子です。肢体不自由児の保護者として応募させていただきました。よろしくお願

いします。 

 

○森本委員 

 森本といいます。公募委員です。うちも同じで子どもが障害を持っていてヘルパーの方

に非常に日ごろからお世話になっています。ただ、この世界についてはそこからしかわか

っていないので、むしろよく勉強させていただきたいなと思って、今回、応募しました。

今、仕事は内部監査ということで、ビジネスがどうしたらきっちりできるのかという視点

で日々監査の仕事をしています。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 

○宇田委員 

 こんばんは。相談支援事業所まっしろキャンバスの宇田と申します。よろしくお願いし

ます。２年前に障害児の相談支援事業所を開設しまして、今、３００人ほどのお子さんの

相談に乗っています。障害児の福祉計画を策定するということで今回参加させていただき

ました。よろしくお願いします。 

 

○松田委員 

 ＮＰО法人リトルポケットの代表をしています松田と申します。私は精神保健福祉士で、

中野区の中で精神障害者の地域生活支援を中心に行っております。特に最近ですと、精神
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障害者の退院支援と地域定着支援というところに力を入れております。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

○上西委員 

 社会福祉法人中野あいいく会の理事長の上西と申します。よろしくお願いいたします。

私どもの法人は知的障害者が通所施設として通っていたり、グループホームを運営してい

たり、それから余暇の活動、それから通所支援などをしているヘルパーステーション、相

談支援事業などをやっております。それぞれのライフステージに合わせた２４時間ケアを

目指して運営しております。よろしくお願いいたします。  

 

○市野委員 

 こんばんは。中野区福祉団体連合会の市野と申します。福祉団体連合会は、肢体不自由、

聴覚、視覚、知的などの障害をもつご本人ですとか、保護者、家族会として９団体が所属

しております。私自身は知的障害者の親の会、中野区愛育会の副会長もしております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

○田中委員 

 中野区障害者福祉事業団の田中でございます。私は障害者の福祉、特に障害者の自立を

支援する取り組みについて、少しでもお役に立てればと思っております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

○伊藤委員 

 こんばんは。帝京平成大学の伊藤と申します。私の専門は特別支援教育、その中でも知

的障害児(者)の発達支援、就労支援などです。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

○本名委員 

 東洋大学の本名と申します。私の専門は社会福祉士と介護福祉士の育成であります。特

に障害をメインとした介護を学生に教えております。１年間、これからよろしくお願いい

たします。 

 

○小澤委員 

 筑波大学の小澤と申します。障害福祉ということで、おおむね障害の領域のところはや

ってきたかなというところでございます。前期に引き続きまして、今期もまたお世話にな

っております。よろしくお願いいたします。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）    

 ありがとうございました。それでは、続きまして会長・副会長の選出に移りたいと思い

ます。先ほどご説明いたしましたけれども、審議会の会長・副会長につきましては、委員

の互選ということになっておりますけれども、いかがいたしましょうか。  

 

○長田委員 

 事務局で案があれば、ご提示をしていただきたいと思います。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）    

 ありがとうございます。今、委員の１人から事務局案というご意見をいただきましたけ

ども、その案をご説明させていただいてよろしいでしょうか。   
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（「異議なし」の声あり）  

 

 それでは、事務局で考えておりました案をお示しさせていただきます。会長には、前期

審議会の健康部会で部会長を務めていただきました、日体大総合研究所所長、医学博士、

日本体育大学特別招聘教授でいらっしゃいます武藤委員。また、副会長には、前期審議会

の副会長を務めていただきました、筑波大学大学院人間総合科学研究科生涯発達専攻教授

でいらっしゃいます小澤委員にそれぞれお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。  

 

（「異議なし」の声あり）  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）    

 ありがとうございます。それでは、会長は武藤委員、副会長は小澤委員にお引き受け願

いたいと思います。恐縮でございますけれども、席の移動をお願いしたいと思います。  

 

（会長・副会長の席の移動） 

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）    

 それでは、まず会長から一言ご挨拶をいただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○武藤会長 

 改めまして、武藤芳照と申します。今期の会長を務めさせていただきます。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。  

 世田谷区に住んでおりまして、日本体育大学は世田谷区にございますので、住んでいる

ところも仕事をしているところも世田谷区なのですが、中野区のために働くということに

なりまして、田中区長とのご縁で、この場でいろいろな活動をさせていただいております。

これもご縁だと思って感謝しております。  

 映画監督の山田洋次さんとお話をしたときに、「映画監督の一番の仕事は何ですか？」と

お伺いしたら、いろいろな人がいる多彩なスタッフの気持ちを１つにすることが監督の一

番の仕事だとおっしゃっておりましたが、こうした多彩な委員の方が３１名いらっしゃい

ますので、１人１人のご意見を尊重しつつも、みんなの気持ちを１つにしていくのが、コ

ンダクターとしての審議会の会長としての役目かなと思っておりますので、どうぞよろし

くお願いを申し上げます。  

日本転倒予防学会の理事長も務めておりまして、転倒予防川柳なども毎年集めて顕彰も

しておりますが、こんな川柳がございます。「つまずいた  昔は恋で いま段差」。審議会

はつまずいたり、転ばないようにぜひいろいろご指摘をいただければありがたいと思って

おります。 

７時からの中野区の会議ですが、この何年かやっていまして、水が出ない、お茶も出な

い、大変珍しい会議でありますが、厚生労働省後援の「健康のため水を飲もう」推進委員

会のキャンペーン委員長をしていることからしますと、２時間の間に脱水傾向にならない

ように、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）    

 では、小澤副会長、お願いします。 
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○小澤副会長 

 改めまして、筑波大学の小澤と申します。本間会長のときからずっと副会長をさせてい

ただきました。障害という領域で、基本的には高齢をベースとした部会と障害をベースと

した部会という２つが大きな柱でやってまいりまして、たしか前期から健康というのが結

構大きなキーワードになりました。私も実は長らく健康関係に携わってきたので非常に高

い関心はあるのですけれども、実質的には障害の分野で、障害も大きな変革時期でござい

ますので、中野区の大きないろいろな課題も多々あると思いますから、それを皆さんと一

緒に考えさせていただきたいなと切に思っております。ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）    

 ありがとうございました。次に区長から審議会の諮問をさせていただきたいと思います。

審議会を代表いたしまして、武藤会長に諮問書をお渡しいたしたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 では、田中区長、よろしくお願いします。  

 

○田中区長 

 中野区健康福祉審議会条例第２条第１項の規定に基づき、下記事項に関して貴会の意見

を求めます。平成２９年４月１４日、中野区長、田中大輔。  

 

記 

 

１ 中野区健康福祉総合推進計画の改定にあたり、すべての世代がその能力に応じて支え

合う中野区をめざして、同計画に盛り込むべき基本的な考え方、とりわけ、以下の点に係

る意見   

 ⑴ 住み慣れた地域で子どもから高齢者まで誰もが生き生きと暮らすために、区、関係

機関、事業者、地域団体等の協働により、多様なサービスが確保されるための総合的な方

策について  

 ⑵ 障害のある人の社会参加を支えるための総合的な方策について  

 

２ 第７期中野区介護保険事業計画の策定にあたり、同計画に盛り込むべき基本的な考え

方について  

 

３ 第５期中野区障害福祉計画・第１期中野区障害児福祉計画の策定にあたり、同計画に

盛り込むべき基本的な考え方について  

 

 以上でございます。どうかよろしくお願いします。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）    

 続きまして、区長よりご挨拶をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。  

 

○田中区長 

 改めまして、中野区長の田中大輔でございます。本日は健康福祉審議会委員をお引き受

けいただきまして、まことにありがとうございます。  
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 長い諮問文ですが、全文を読み上げました。その全文の中に、今、ご挨拶で申し上げる

べきほとんどのことが書いてあるということでございます。  

 中野区は、今般、地域包括ケア推進プランというものを策定して、地域包括ケアにかか

わるさまざまな関係機関、関係団体、区民、そして中野区、みんなが取り組むべきプラン

というものをつくってきたところであります。今回の地域包括ケア推進プランについては、

まずは高齢者を対象とするプランをつくろう。これを将来的に障害者、あるいは障害のあ

るお子さん、それから子育て支援の対象となる家庭、お子さんですね。こうした方たちも

含めた、全ての区民を含めた地域包括ケアというものを確立していこうということを目標

としているところでございます。大変多岐にわたる分野で、今回、諮問させていただいた

内容とまさにかぶっているところであります。多岐にわたって、また、それぞれに奥深い

問題を多数抱えている分野ばかりでございますので、ともすれば、縦割りに議論がなりが

ちだというところがあります。これをやはりしっかりと全体を関連づけながら、きちんと

どこにどういう課題があるのかという全体像を共有しながらつくり上げていくということ

が大変重要かと思いまして、今回の審議会の構成ということにもなっております。  

 もちろん専門的に議論を深めていただくことから、部会でのご議論いただくということ

だと思っておりますけれども、それぞれの部会での専門的なご議論と、そして全体を見回

した、本当に中野区はどうあるべきか、そういったことについてのご議論を深めていただ

ければ幸いだと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）    

 それでは、次の議事に移りたいと思いますけれども、区長は次の予定がございますので、

ここで失礼をさせていただきます。  

 

（区長 退席）  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）    

 それでは、私の議事進行はここまでとさせていただきまして、武藤会長に議事をお渡し

したいと思います。武藤会長、よろしくお願いいたします。  

 

○武藤会長  

 それでは、議題に即しまして、会議を進めさせていただきますが、よろしくご協力をお

願い申し上げます。  

 まず、事務局に資料を用意していただいておりますので、その説明をしていただきます

が、その前に関係の中野区のそれぞれの職員のご紹介をいただきたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）    

 ここは座って、失礼いたします。区の職員の紹介をさせていただきます。お手元にお配

りしております資料の２番をご覧いただきたいと思います。席順にご紹介させていただき

ますので、この名簿とは若干異なっております。申しわけございません。  

では、最初に健康福祉部長の小田より一言ご挨拶をさせていただきます。  

 

○小田健康福祉部長  

 皆さん、こんばんは。健康福祉部長の小田でございます。このたびは第８期の中野区健

康福祉審議会委員をお引き受けいただきまして、まことにありがとうございます。中野区

健康福祉総合推進計画は、健康福祉都市なかのの実現を目指し、策定をしているものでご
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ざいますけれども、当審議会にご議論いただく中でやはり我が国が超高齢社会に向かうと

ともに人口減少社会となり、また、人口構造の変化により担い手が不足していくことがや

はり引き続きの課題であろうと考えております。  

担い手の方々が少なくなる中で、地域で暮らしています高齢者を初めとしました支援の

必要な方々をどのように支えていくか、関係者の皆様のご協力を得ながら、地域包括ケア

体制の構築など、区でもさまざまな取り組みを進めておりますが、さらによりよい地域社

会に向けまして、ご意見をいただければと思っております。  

つい先日４月１０日でございますけれども、国立の社会保障・人口問題研究所から平成

２９年の日本の人口推計が発表されました。それによりますと、日本人の平均寿命でござ

いますが、２０６５年には男性が８４．９５年、女性が９１．３５年となりまして、２０

１５年に比べまして、それぞれ４．２年と４．３７年伸長する、長くなるという推計が出

されたところでございます。長寿になるということは、本当にまことに喜ばしいことでは

ございますけれども、介護を必要とする状態にならないよう、健康づくりを初めといたし

ました川上の施策が重要であると改めて感じた次第でございます。  

障害者差別解消法は、昨年の４月１日に施行されまして、区でも基本対応マニュアルを

策定いたしまして、障害をお持ちの方々に対する差別の解消に努めてございますけれども、

障害のある方々の社会参加を支える方策につきましても、ぜひ活発なご議論をいただけれ

ばと思っております。  

第８期の健康福祉審議会につきましては、発足が４月ということでございまして、かな

りタイトなスケジュールとなってございます。委員の皆様におかれましては、お忙しい中、

まことに恐縮ではございますけれども、ご協力をぜひお願いしたいと思っております。ど

うぞよろしくお願いいたします。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）     

 その他の職員につきましては、私から紹介をさせていただきますので、事務局の職員は

その場に起立をしていただきまして、自己紹介をお願いしたいと思います。  

 

（事務局職員 自己紹介）  

  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）    

 本日は所用のため欠席の者もおりますけれども、事務局体制につきましては、資料２の

とおりでございます。  

 それでは、次にお手元に配付してございます資料の確認をさせていただきたいと思いま

す。資料１が先ほどごらんいただきました委員の皆様の名簿になっております。  

資料２が今期の事務局の名簿ということでございます。  

資料の３と４ですけれども、こちらは「中野区健康福祉審議会条例」と「施行規則」と

いうことになっております。  

 続いて、資料５「第８期中野区健康福祉審議会  部会及び付託事項」（事務局案）でござ

います。  

資料６。こちらＡ３の資料になっておりますけれども、「健康福祉審議会の開催及び『健

康福祉総合推進計画』等の策定スケジュール（案）」というものでございます。  

資料７が７－１、７－２と２冊ございます。こちらが前回の答申と最終答申になってお

ります。  

資料８が冊子になっておりまして、「『健康福祉都市なかの』を実現する基本計画」とい

うことになっております。資料の番号がふってございません。よろしくお願いいたします。  
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続いて、資料の９番。こちらは「『中野区健康福祉総合推進計画』の進捗状況（平成２

８年１０月末現在）」という資料でございます。  

 １０番目が「中野区介護保険の運営状況」という冊子でございます。こちら資料番号は

ふられておりません。  

 続いて資料１１から１３が、健康福祉部、支えあい推進室、区民サービス管理部の事業

概要になっております。  

 資料１４、少し小さい判でございますけども「子育て支援ハンドブックおひるね」。資料

１５が「新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）」。  

資料１６が「子ども・子育て支援事業計画」になっております。冊子については資料番

号をふっておりませんので、よろしくお願いいたします。  

資料につきましては、以上となります。  

 

○武藤会長  

 ありがとうございます。まず資料につきまして、過不足の確認をさせていただきますが、

何か足らない資料がありましたら挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。  

 それでは、皆さん必要な資料は整っているということで、議事を進めさせていただきま

す。  

 まず、審議事項に入る前に、運営についてお諮りをいたします。昨今情報公開は盛んに

言われていると同時に守るべき情報、個人情報保護法というのがございますので、この会

議全体、あるいは部会を今後設けるとして、会議の運営上、情報を公開するということが

東京都あるいは区全体としての流れかと伺っておりますので、基本的には原則公開という

ことで進めさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。  

ありがとうございました。それでは基本的に議事については公開。透明性を担保して区

民にも公開して、内容がよくわかるようにしたいと思っております。したがいまして、場

合によっては、傍聴の希望がある場合もあるかもしれませんし、議事録も公開ということ

になりますので、よろしくお願いいたします。ただし、守るべき情報の個人情報について

は、慎重に取り扱うということでご協力をお願い申し上げます。  

続きまして、資料３の審議会条例をごらんいただきますでしょうか。資料３の審議会条

例の第７条「部会」というのがございます。この条文によりますと、「必要に応じて審議会

は部会を置くことができる」とありまして、過去にも審議会については、部会を設けて必

要な議論が深まるようにという配慮がされていたと伺っておりますので、先ほどの田中区

長からの諮問事項に合わせて、部会を設けさせていただきたいと考えていますが、よろし

ゅうございますでしょうか。  

 

（「はい」の声あり）  

 

○武藤会長  

 ありがとうございます。それでは、資料４の第２条、第３条がございます。第２条に「部

会の設置」がございまして、名称及び付託事項を定めないといけないと書いてございます。

資料４第３条、「部会員等」とございまして、委員の互選により部会長、副部会長を置く、

会長が部会員を指名するという定めになっておりますが、このあたりにつきましては、先

ほどの説明資料の中にも既に事務局で準備をされていると伺いますので、まずは事務局か

ら、この名称、付託事項、委員につきましてご説明いただいて、各委員からそれについて

ご意見を賜りたいと思います。そのようなところでお願します。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）    
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 それでは、資料の５をごらんいただきたいと思います。事務局といたしましては、介護・

健康・地域包括ケア部会と障害部会、２つの部会の設置を考えております。それぞれの付

託事項でございますけれども、介護・健康・地域包括ケア部会につきましては、子どもか

ら高齢者までを地域で支えるための地域包括ケアシステムについて、地域包括ケアシステ

ムを実現するためのコーディネートについて、第７期中野区介護保険事業計画に盛り込む

べき基本的な考え方についての３点。障害部会につきましては、障害のある人が安心して

自立生活ができる地域社会のあり方について。第５期中野区障害福祉計画・第１期中野区

障害児福祉計画における留意すべき事項についての２点を考えております。これら内容に

つきまして、各部会でご審議をいただければと考えております。  

 資料１の委員の名簿がございますけれども、ご専門の立場、ご活躍の分野、あるいはご

関心等参考に委員の割り振りも案としてつくらせていただいております。よろしくお願い

します。  

 

○武藤会長  

 ありがとうございました。資料４にございます中野区健康福祉審議会条例施行規則第２

条、第３条にのっとりまして、ただいまの事務局の提案でございますが、何かただいまの

提案に関してご意見・ご希望、アイデア等ございましたら、遠慮なくどうぞご発言くださ

い。よろしいでしょうか。  

 

○森本委員  

 質問なのですけれども、障害部会の名称ですけど、中野区で障害の「害」という字は、

こういう字を書くと思うのですけど、会社で働いていると、この「害」という字を平仮名

で書いたりすることも当然あるわけですけれども、こういう会議の場で我々区の代表とし

て、障害の「害」という字にどこまでこだわる必要があるのか、私自身はわからないので

すけど、１つの考えとして、スタートするときに、いきなり障害というのが漢字として２

つ並ぶと、少し気にはなるかなと思います。ここの１ページというのは大事ですけれども、

そういう見え方があるというのは、我々としては認識しておいたほうがいいのかと思いま

す。これは意見で言っていることで、別にこの場で審議をする必要はないと思います。  

 

○武藤会長  

 ありがとうございました。まずは、中野区のこの「障害」についての統一的な表記に関

して、行政上の決まり事がありましたら、その点についてまずご説明いただいたほうがい

いかと思います。  

 

○小田 健康福祉部長  

 ただいまご意見いただきまして、ありがとうございます。実は区議会の中でも議員の方

からも、この「害」の表現につきまして、さまざまご指摘等、ご意見等あるところではご

ざいますが、行政の中では、申しわけございませんが、こちらの字、こちらの「害」を実

は使って表記をさせていただいているのが、今、現状でございます。ご意見としては受け

とめまして、考えていきたいと思っております。失礼いたします。  

 

○武藤会長  

 では、表記自体については変えないということで。ただいまのご指摘は非常に貴重なご

指摘でありまして、私の知る範囲で内閣府で３時間以上このことだけで議論が始まるぐら

いであります。私の友人の目が見えない、耳が聞こえない、福島智さんという東大の教授

がおりますが、彼にこの話を聞くと、そういう議論よりも心のバリアをなくすほうに時間
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と労力を割いてほしいという意見がございました。まさしく障害の当事者でありますが、

その分だけ、「思索は君のためにある」という友人の言葉がきいたと言っておりましたので、

しっかり障害のことを深く考えることのほうがより重要であるというのが、当事者の福島

智教授の意見でございましたので、参考までに申し上げます。  

 ご指摘ありがとうございました。ほかに何かご発言ございますでしょうか。よろしいで

しょうか。それでは、名称、付託事項、各部会のメンバーを全員の皆さんがご快諾いただ

いたということで、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 それでは、ここで一旦全体会は休会といいますか、各部会に分かれていただきまして、

それぞれの討議を始めていただいて、また、お集まりいただくことにいたしますが、２つ

の会議ですので、流れを見て集合時間を事務局同士ではからっていただいて、もう一回全

体会を再開しますというご案内を差し上げますので、一応３０分ほどしたら再開を目安に

ということでお願い申し上げます。事務局同士でうまく連携をして、お知らせいただけれ

ば幸いです。この流れについて何かご質問、確認ございますでしょうか。  

 それでは２つの部会の場所等について、事務局からお知らせください。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 部会の会場のご案内をさせていただきます。障害部会につきましては、お隣、後ろ側に

なりますけれども、第８会議室をお使いいただきたいと思います。介護・健康・地域包括

ケア部会につきましては、この会議室で継続して行いたいと思います。  

それでは、委員の皆様方、事務局の職員も移動をお願いいたします。  

 

（移動） 

 

―各部会開催― 

 

（移動）  

 

○武藤会長  

 それでは、審議会全体会を再開させていただきます。両部会でのご討議内容について、

それぞれ部会長からご報告をいただきます。  

 初めに介護・健康・地域包括ケア部会については、私、武藤からご報告を申し上げます。  

 介護・健康・地域包括ケア部会では、まずは部会長、副部会長の選任をいたしまして、

部会長には、私、武藤が選任されまして、副部会長には本日ご都合でご欠席の明治学院大

学教授の岡本委員を選出いたしまして、２人の正副部会長で部会を運営させていただきま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。  

また、部会での付託事項の３点につきましては、文言、表現、内容、背景等々について

確認をさせていただきました。さらには、次回以降の日程を確認いたしまして、次回の日

程は、今月４月２４日月曜日とさせていただきます。以後、おおむね月１くらいの予定で

部会の日程を確認いたしまして、第７回の９月までの部会の日程を確定いたしました。  

以上が私どもの部会の報告でございます。  

それでは障害部会のご報告をお願い申し上げます。  

 

○小澤副会長  

 障害部会の報告のほうですけれども、まず、部会長、副部会長の選出ということで、ま

ずは部会長に私が選出されました。それから副部会長には東洋大学の本名先生にお願いし、

選出をされました。  
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 引き続きまして、付託事項の確認ということでございまして、障害部会に対しての付託

事項というのが２点ほどございます。まず、１点目の障害のある人が安心して自立生活が

できる地域社会のあり方についてというところ。それから２点目が、第５期中野区障害福

祉計画・第１期中野区障害児福祉計画における留意すべき事項ということで、この２点の

審議を行うということの確認を行いました。これに関する背景、あるいは現在の重要性に

関しても意見を少し交換させていただきました。  

 それから、次回以降の日程ということも確認させていただきました。第２回、次回の障

害部会は４月２８日の金曜日に午後７時から開催ということで確認をしましたので、よろ

しくお願いしたいと思います。以上です。  

 

○武藤会長  

 ありがとうございました。申しおくれましたが、私どもの部会で、中野区医師会の渡邉

委員が先ほど急患対応のためにこちらにご到着がおくれました。全体会で自己紹介ができ

なかったので、部会でご紹介をいただきましたが、ひとまずごあいさつをお願いします。  

 

○渡邉委員  

 渡邉です。よろしくお願いいたします。  

 

○武藤会長  

 どうぞよろしくお願いいたします。  

 ただいま両部会の報告に関しまして、何か確認事項、質問事項がございましたら、お願

いを申し上げます。よろしいでしょうか。  

 それでは、今日は第１回ということで、全体的な確認とスケジュールの決定、そして各

委員、各部会での役割分担をお決めいただいたということで、今後具体的には、各部会で

それぞれの回数を重ねる中でご検討いただくことになりますが、かなり表現はシンプルで

すが、重いテーマを田中区長からいただいていますので、事務局には円滑に事が進めるよ

うに十分に準備をお願いし、各部会の両正副部会長ともそれに協力して、会議自体は円滑

にかつ深く議論できるように努力させていただきたいと思いますので、お願い申し上げま

す。  

 事務連絡、何かほかにございましたか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）    

 事務連絡ですけれども、本日お車でおいでになった委員の皆さんいらっしゃいますが、

駐車券があるかと思いますので、その処理をさせていただきますのでお申し出いただけれ

ばと思います。また、本日は大変多くの資料をお配りさせていただいております。紙袋も

用意しております。職員のほうでお持ちいたしますので、こちらをご利用いただければと

思います。よろしくお願いいたします。  

 

 

○武藤会長  

 それでは、夜７時からになりましたが、今日は第１回なので少し早目に終わらせたいと

思いますので、これで中野区健康福祉審議会第１回を閉会とさせていただきます。ご協力

ありがとうございました。  

― 了 ―  
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